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京大首席合格者が教える 「やる気」と「集中力」が出る勉強法 粂原 圭太郎  著 二見書房 002 120
文系人間のための「AI」論 高橋 透  著 小学館 007 425
統計から読み解く 都道府県ランキング Vol.2 久保 哲朗  著 新建新聞社 031 31 2
世界一素朴な質問、宇宙一美しい答え ジェンマ・エルウィン・ハリス  編 河出書房新社 049 173 1

死者はどこへいくのか　死をめぐる人類五〇〇〇年の歴史 大城 道則  編著 河出書房新社 114 28
自分で考える練習　毎日の悩みを解決できる「哲学思考」 平原 卓  著 KADOKAWA 130 21
「損」を恐れるから失敗する 和田 秀樹  著 PHP研究所 141.5 70

日本と世界がわかる最強の日本史 八幡 和郎  著 育鵬社 210.1 95
織田信長の家臣団　派閥と人間関係 和田 裕弘  著 中央公論新社 210.4 185
家訓で読む戦国　組織論から人生哲学まで 小和田 哲男  著 NHK出版 210.4 186
韓国の歴史　増補改訂版 水野 俊平  著 河出書房新社 221 38
中国の歴史 現在がわかる本 2　20世紀後半の中国 西村 成雄  監修 かもがわ出版 222 134 2
中国の歴史 現在がわかる本 3　21世紀の中国 西村 成雄  監修 かもがわ出版 222 134 3
森と山と川でたどるドイツ史 池上 俊一  著 岩波書店 234 80
世界天才紀行　ソクラテスからスティーブ・ジョブズまで エリック・ワイナー  著 早川書房 280 56
三浦道寸　伊勢宗瑞に立ちはだかった最大のライバル 真鍋 淳哉  著 戎光祥出版 289.1 みう
東大のクールな地理　経済と“世界の動き”が見えてくる! 伊藤 彰芳  著 青春出版社 290 18

分断社会ニッポン 井手 英策  著 朝日新聞出版 304 312
「政治のしくみ」がイチからわかる本 坂東 太郎  著 日本実業出版社 310 33
ホセ・ムヒカと過ごした8日間 くさば よしみ  著 汐文社 312 165
日中漂流　グローバル・パワーはどこへ向かうか 毛里 和子  著 岩波書店 319 320
徳川家が見た戦争 徳川 宗英  著 岩波書店 319.8 175
「お金」で読み解く世界史 関 眞興  著 SBクリエイティブ 332 163
カルロス・ゴーンの経営論 グローバル・リーダーシップ講座 日産財団  監修 日本経済新聞出版社 335 192
1万人インタビューで学んだ 「聞き上手」さんの習慣 佐藤 智子  著 飛鳥新社 361.45 73
天災と日本人 地震・洪水・噴火の民俗学 畑中 章宏  著 筑摩書房 369.3 20
魂でもいいから、そばにいて 3・11後の霊体験を聞く 奥野 修司  著 新潮社 369.31 199
あやつられる難民 政府、国連、NGOのはざまで 米川 正子  著 筑摩書房 369.38 19

地球はなぜ「水の惑星」なのか 唐戸 俊一郎  著 講談社 408 19 2008
地底の科学　地面の下はどうなっているのか? 後藤 忠徳  著 ベレ出版 455 30
ひとりで探せる 川原や海辺のきれいな石の図鑑 2 柴山 元彦  著 創元社 459 42 2
ぼくらは「生物学」のおかげで生きている 金子 康子  著 実務教育出版 460 167
虫の目になってみた たのしい昆虫行動学入門 海野 和男  著 河出書房新社 486 149
したたかな魚たち カコクな世界を生きぬけ! 松浦 啓一  [著] KADOKAWA 487 105
視力を失わない生き方 日本の眼科医療は間違いだらけ 深作 秀春  著 光文社 496 14
「ほら、あれだよ、あれ」がなくなる本 茂木 健一郎  著 徳間書店 498.3 92
食品添加物用語の基礎知識 小薮 浩二郎  監修 マガジンランド 498.5 147

建築を、ひらく オンデザイン  著 学芸出版社 525 15
ダメ女たちの人生を変えた奇跡の料理教室 キャスリーン・フリン  著 きこ書房 596 123
老舗寿司屋三代目が教える まいにち作りたい魚料理 野本 やすゆき  著 大和書房 596.3 39
みんなのお弁当暮らし日記 SE編集部  編 翔泳社 596.4 30

ときめく花図鑑 中村 文  文 山と溪谷社 627 46
10分後にうんこが出ます 排泄予知デバイス開発物語 中西 敦士  著 新潮社 673 162
JALの謎とふしぎ 秋本 俊二  監修 PHP研究所 687 34
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ミュシャのすべて ミュシャ  [画] KADOKAWA 726 149
日本の色のルーツを探して 城 一夫  著 パイインターナショナル 757 56
あの日、あの曲、あの人は 小竹 正人  [著] 幻冬舎 764.7 195
ルイ・ジュヴェとその時代 中田 耕治  著 作品社 772 21
たった10秒で潜在能力を引き出す アクシスパワーマスタリーメソッド アクシスパワーマスタリーメソッド協会 著 洋泉社 780 339
野村克也野球論集成 野村 克也  著 徳間書店 783.7 331

書く力 私たちはこうして文章を磨いた 池上 彰  著 朝日新聞出版 816 225
天皇と和歌 国見と儀礼の一五〇〇年 鈴木 健一  著 講談社 911.1 31
正岡子規 人生のことば 復本 一郎  著 岩波書店 911.36 まさ

星に願いを、そして手を。 青羽 悠  著 集英社 あお
愚者のスプーンは曲がる 桐山 徹也  著 宝島社 きり
最良の噓の最後のひと言 河野 裕  著 東京創元社 こう
ローカル線で行こう! 真保 裕一  [著] 講談社 しん
サロメ 原田 マハ  著 文藝春秋 はら
純喫茶「一服堂」の四季 東川 篤哉  [著] 講談社 ひか
私をくいとめて 綿矢 りさ  著 朝日新聞出版 わた
ホイッパーウィル川の伝説 キャシー・アッペルト  著 あすなろ書房 アツ
ヒトラーの描いた薔薇 ハーラン・エリスン  著 早川書房 エリ
あなたの人生の物語 テッド・チャン  著 早川書房 チヤ

今の気分にぴったりの本を探しに来てください♪

配布対象の雑誌はカウンター前に集めてあります。

梅雨でじめじめした季節になってきましたね。

雑誌配布会のお知らせ

配布日時：　6月21日(水) 12：50～ 
場所：　図書館(奥の方)

『君の名は』『おそ松さん』のしおりなどもあります！
事前チェックを忘れずに。

申込期間：　6月12日(月)～17日(土)

申込用紙に希望雑誌を記入して、

カウンターに提出してください！

昨年1年分(週刊誌などは半年分)の雑誌を配布します！

よみもの

図書館企画棚が「雨」特集に変わっています！

そこで、雨に関係する本をたくさん集めました。

700　芸術．美術

800　言語　/　900　文学


